
防災重点農業用ため池解除一覧（令和３年12月20日解除）
（１５３か所）
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コクボ池 松山市由良町254 二又下池 上島町岩城4176
長者下池 松山市小山田甲285-1 二又上池 上島町岩城4359
寺谷池 松山市小山田甲547-1 長江池 上島町岩城5142-1
田ノ城下池 松山市猿川乙208-3 掛ノ浦池 上島町岩城5677
新池(片山) 松山市府中1014 暮坂南池 上島町岩城5797
湯生根池 松山市河野高山甲744 獺越池 上島町岩城4653
長田池 松山市河野高山甲593 14か所

７か所 稲月大池 内子町論田686
古茂池 今治市古谷甲249番
ハブ池 今治市波方町西浦字は婦甲3024番1 １か所
池谷池 今治市波方町樋口字西窪甲983番1 谷中下池 松野町大字延野々428
八王子池 今治市菊間町種4174番1 石神池 松野町大字延野々266-1
久米奥池 今治市宮窪町友浦3439番 九ヶ谷池 松野町大字延野々2068
山の神池 今治市上浦町盛1283番 四升田池 松野町大字延野々2135-1
清水下池 今治市上浦町盛2854番 中平下池 松野町大字吉野125
宮崎本谷池 今治市波方町宮崎字作左エ門谷甲76番1 柳野池 松野町大字吉野338

８か所 新池 松野町大字吉野422
荒巻池 宇和島市吉田町立間一番耕地2562 梁瀬抱谷池 松野町大字吉野1855
中山若狭池 宇和島市吉田町知永四番耕地158 槙谷池 松野町大字蕨生967
岡の谷池 宇和島市三間町曽根898 ９か所
新池 宇和島市三間町小沢川527～529 瓢箪池 鬼北町大字北川448
流池 宇和島市三間町増田187 長谷池 鬼北町大字奈良2558
外輪越池 宇和島市三間町増田426 烏頭台池 鬼北町大字奈良4720
上池 宇和島市三間町波岡925 梵天池 鬼北町大字中野川1260-1
胼之江池 宇和島市津島町近家甲93 ひえ谷池 鬼北町大字吉波1970
豊田池 宇和島市津島町増穂丙1363 葛谷池 鬼北町大字内深田239-2

９か所 西谷池 鬼北町大字内深田246
上ノ名池 新居浜市阿島上ノ名甲496 内の子池 鬼北町大字内深田445
小池 新居浜市大生院喜来613 新池（沢松） 鬼北町大字沢松1335
長谷東池 新居浜市大生院戸屋の鼻2128 西観寺池 鬼北町大字清延156
長谷西池 新居浜市大生院戸屋の鼻2155-1 宮谷池 鬼北町大字清延468

４か所 東又池 鬼北町大字国遠1403-1
覆盆子谷池 西条市下島山覆盆子谷甲2263 大田１号池 鬼北町大字国遠1573-1
甚兵エ谷池 西条市下島山甚兵エ谷甲2049 新池(畔屋) 鬼北町大字畔屋1284
下池 西条市坂元甲313 谷の池 鬼北町大字畔屋1067
桃池 西条市坂元甲98-3 河内池 鬼北町大字畔屋2090
障子川上池 西条市福成寺甲781-1 井の谷池 鬼北町大字畔屋2580
下惣吾郎池 西条市小松町大郷甲203-2 牛打池 鬼北町大字大宿2676
下城ヶ平池 西条市小松町大郷乙61-1 井戸谷池 鬼北町大字生田1900
古田池 西条市小松町大郷乙63-2 フロンタ池 鬼北町大字西野々637
つんぼ池 西条市丹原町高松甲958 堀田池 鬼北町大字延川1578、1577
下の田池 西条市丹原町高松甲1021 長田池 鬼北町大字延川1592-1,1593
兼久鳥池 西条市丹原町高松甲532-4 早生田池 鬼北町大字興野々1690
田嶋池 西条市丹原町川根甲866 奥ヶ谷１号池 鬼北町大字興野々1466
椎ヶ谷池 西条市丹原町川根甲869 奥ヶ谷２号池 鬼北町大字興野々1498

13か所 チイシバ上池 鬼北町大字興野々1025
西和田西池 大洲市新谷字伏折乙731 チイシバ下池 鬼北町大字興野々972
きょうでん池 大洲市手成甲1071番1 村池 鬼北町大字岩谷172
穂積池 大洲市長浜町穂積甲290 金毘羅池 鬼北町大字岩谷41
谷田池第三 大洲市肱川町宇和川1111 薬師池 鬼北町大字上川96
高田池第一 大洲市肱川町大谷4500-1 木築池 鬼北町大字上川704
ひがし池 大洲市肱川町予子林967 駄場久保西池 鬼北町大字父野川下52-1
都谷池 大洲市肱川町大谷2692 白根一号池 鬼北町大字上鍵山263
泉池 大洲市河辺町川崎2137 33か所

８か所 葛坂池 愛南町御荘菊川1439
森分池 伊予市三秋北替地甲1236 駄場池 愛南町緑乙2860
烏谷下池 伊予市三秋烏谷甲787-1 都築池 愛南町中川1834
免三古池 伊予市稲荷地中甲1481-1 茶堂池 愛南町中川749
福田寺池 伊予市上吾川向井甲884-1 田中池 愛南町中川690
池田池 伊予市上吾川横内甲1381 羽田池 愛南町上大道100
野々窪池 伊予市上吾川横内甲1360-1 久保江３号池 愛南町上大道64
鎌倉池 伊予市上吾川横内甲1422 野原池 愛南町上大道35
武ノ宮池 伊予市上吾川六反甲1975 大西池 愛南町広見1103-1
通谷池 伊予市上吾川向井甲875-1 赤松中池 愛南町増田459
十合池 伊予市上吾川十合甲1707 宮本池 愛南町広見857-1
小林池（下三谷） 伊予市下三谷3272-1 スゲン谷池 愛南町増田96-1
つづら谷池 伊予市下三谷向井原3930-1 北表池 愛南町広見908
ベンテン池 伊予市上三谷新田甲3435-1 亀の串奥池 愛南町増田140
兎渡護池 伊予市上野兎渡護2017-1 元池 愛南町増田171

14か所 増本池 愛南町増田3855
駄場池 西予市野村町野村１８号７３２ 豊田池 愛南町増田3468-1
柳沢池 西予市野村町惣川１３２５ 福岡池 愛南町増田3604-1
鳥ノ峯池 西予市野村町蔵良１５８４ 平畑池 愛南町増田4803
馬場池 西予市野村町鎌田１０８ 広瀬池 愛南町増田5396
駄場池 西予市野村町鎌田９０７－１ 池田下池 愛南町増田5227
宮田池 西予市城川町田穂１７５２ 島津池 愛南町増田5236

６か所 小野池 愛南町小山420
添谷池 東温市松瀬川甲1955番地1 浅山池 愛南町小山439
近藤池 東温市河之内甲2422番地 池田池 愛南町小山1038

２か所 25か所
引野池 上島町弓削引野852-1
池ノ谷池 上島町岩城1785
刎石池 上島町岩城2220-1
半田池 上島町岩城2753
西部池 上島町岩城2882-1
平原池 上島町岩城3752
敷田下池 上島町岩城4266-1
敷田上池 上島町岩城4261-1
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